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犯罪捜査支援のための
サイバー・フィジカル統合分析技術
谷 真宏

1. はじめに

インターネットは人々の生活に浸透し、2017年4月の
時点で、利用者は世界人口の約半数に達しています1）。特
に、昨今のソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）
の爆発的な普及を背景に、日々大量の情報が世界中の
人々に共有されています。共有される情報は、テキスト、
画像・動画、音声・音楽などのさまざまな形態であり、人々
はそれらを日々の生活のなかで活用しています。また、日
本においては、インターネットショッピングの利用率が全
世代的に上昇しているなど2）、インターネットと人々の生活
は切り離せないものとなってきています。

インターネットが普及する一方で、サイバー空間を活用し
た犯罪（サイバー利用犯罪：Cyber-enabled crime）が
増加しています。例えば、テロや組織犯罪をはじめとする
犯罪の計画や準備にサイバー空間が活用されており、国境
を越えて世界中に拡大する犯罪活動への対処が難航して
いることが社会問題となっています。テロにおいては、動
画サイトでのプロパガンダ、SNSを活用したリクルートや
諜報活動、極めて匿名性の高いオンラインサイトでの資金
や武器調達など多岐にわたり、犯罪が巧妙化しているため
です。また、テロのみならず、違法薬物の売買やインター

ネットオークション詐欺などのさまざまな犯罪でサイバー
空間が活用されています。例えば、シンガポールにおいて
は、インターネットショッピング詐欺などのオンライン犯
罪が2015年に急増（前年比46.5%増加）して以降、依
然として懸念対象となっています3）4）。

このように、サイバー空間は人々の生活する現実の世界
と密接に関わっており、現実の世界であるフィジカル空間
と同時にサイバー空間においても安全・安心な社会を構築
することが重要です。

本稿では、第2章で捜査支援のためのサイバー・フィジ
カル統合分析技術に関する研究の概要を紹介し、第3章
でその研究を支えるNECの重要な解析技術について述べ
ます。第4章で今後の課題について触れ、最後に本稿を
まとめます。

2. 捜査支援のためのサイバー・フィジカル統合分析技術

サイバー空間上に存在する大量のデータを活用し、画像
やテキストを解析するための各種技術を適用することで、
犯罪捜査などに役立つ情報を抽出して統合的に分析する

「サイバー・フィジカル統合分析技術」の研究開発に取り
組んでいます。サイバー利用犯罪は、例えば、通信経路を

テロや組織犯罪をはじめとする犯罪にサイバー空間が活用されており、国境を越えて世界中に拡大する犯罪活動へ
の対策が急務となっています。特に、サイバー空間を活用した犯罪は、犯罪に関わる人物や組織の特定が難航し、ま
た未然防止も困難であることが指摘されています。本稿では、サイバー空間上の大量のデータを活用し、顔認証や物
体認識などのバイオメトリクスや各種解析技術を用いて、犯罪捜査に有用な情報を抽出、統合的に分析する取り組み
について紹介します。
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匿名化するツールが利用されるなど、高度化・複雑化の一
途を辿っていますが、特に、このような犯罪を実世界の事
象と結びつけることを目指しています（図1）。サイバー空
間上には、前述のようにテキスト、画像・動画、音声・音楽
などのさまざまな形態の公開情報が大量に存在するため、
それらを解析する種々の技術を用いて、サイバー利用犯罪
と実世界の事象とを関連付けることのできる情報のみを
いかに抽出するかが、重要な研究テーマになると考えてい
ます。

具体的には、グローバルな性質を持つサイバー利用犯罪
をはじめとするさまざまな犯罪の捜査において、容疑者や
行方不明者など目的とする人物の居場所の絞り込みが、1
つの重要な課題となっています。例えば、目的の人物が撮
影された写真があったとしても、その写真の撮影場所を特
定することは容易ではありません。しかし、その人物が着
用している衣服や所持品などの商品の販売国や販売地域
が分かれば、撮影場所をある程度絞り込むことができる可
能性があります。また、背景に写り込んだ建物を特定でき
れば、更に撮影場所を絞り込むことができます。本研究
は、サイバー空間上の画像などの公開情報から、各種解析
技術を活用し、このような被写体に係る情報を抽出するこ
とによる法執行機関の捜査支援を目的としています。

3. 本研究を支える重要な要素技術

3.1 バイオメトリクス
サイバー空間上の画像や動画などの公開情報から直接

的に容疑者や行方不明者などの目的の人物を探し出す場

合、バイオメトリック認証技術が有効な手段になってきま
す。NECは、指紋認証や顔認証に代表されるバイオメトリ
クスの研究開発に長年にわたり取り組んでいます。特に、
NECの顔認証技術は、米国国立標準技術研究所（NIST）
が主催する顔認証技術のベンチマークテストで4回連続
の世界トップ性能評価を獲得しており、その製品は世界
40カ国100システム以上に導入されている実績があり
ます5）。また、インターネット上に動画を投稿することによ
る犯行声明などでは音声も貴重な情報であり、音声から
人物を特定する話者認識技術を活用することができます。
NECは、顔認証と同様、話者認識の研究開発にも精力的
に取り組んでおり、音声による大規模データベース検索が
官公庁で実用化されています6）。

3.2 ソフトバイオメトリクス
目的の人物の顔などのバイオメトリック特徴が得られな

い場合、ソフトバイオメトリクスが人物やその居場所の絞り
込みに有用です。ソフトバイオメトリック特徴は、個人を特
徴付ける情報ですが、その情報のみで個人を特定するには
弁別性が十分でない情報を指し、例えば、髪の色や肌の色、
タトゥー（刺青）、身に付けている衣服やアクセサリなどで
す。また、目的の人物と関わりのある場所も広義のソフト
バイオメトリック特徴ととらえることができます。頻繁に訪
れる場所などの日常生活における活動範囲は、少ないなが
らも個人性を含むと考えられるためです。NECは、独自に
開発したコンパクトな画像特徴量に基づき、速度と精度を

図1　サイバー利用犯罪と実世界情報の関連付け

図2　ソフトバイオメトリクスの実験結果一例
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高いレベルで両立する物体認識技術を保有しており7）、こ
れをソフトバイオメトリクスに適用しました。図2にソフト
バイオメトリクスの実験結果の一例を示します。図2の（a）
は、タトゥー照合結果の一例で、上下の画像間で画像特徴
の類似する点が直線で結ばれています。図2の（b）は、建
物などの景色を照合した結果の一例です。上の画像のみか
らその撮影場所を特定することは、一般にその景色に見覚
えがなければ困難です。しかし、下の画像と紐付けること
ができれば、NECのロゴから、上の画像はNECの建物周
辺で撮影されたことが分かります。

ソフトバイオメトリクスを応用して、インターネット上のア
カウントを関連付ける研究にも取り組んでいます（図3）。
目的とする人物が複数のアカウントを保持している場合、
同一人物として関連付けることができれば、複数のアカウ
ントに点在する画像やテキストなどの情報を集約し、目的
の人物やその交友関係などをより詳細に分析できるためで
す。関連付けには、例えば、投稿文の文体や内容をはじめ
とするさまざまな特徴を使用することができます。

NECは、国際的な法執行機関などとともに、ソフトバイオ
メトリクスの適用可能性について検討を進めています。

4. 取り組むべき課題

これまで技術的な取り組みについて述べてきましたが、
実際に法執行機関がこれら技術を使用する場合は、各国
の法律に準ずる必要があります。犯罪と無関係なインター
ネット上のユーザーやそのデータは、公開情報であったとし
ても保護されなければならないためです。NECは各国の
法執行機関と協議しながら、セキュリティとプライバシーの
バランスを検討し、安全・安心な社会を実現していきます。

5. むすび

本稿では、サイバー空間上の画像などの大量なデータを
活用し、顔認証や物体認識をはじめとする各種解析技術
により法執行機関の犯罪捜査を支援するための研究開発
について紹介しました。匿名性が高く、かつグローバルな
サイバー利用犯罪を、いかに現実世界の事象と関連付ける
かが、急増するサイバー利用犯罪を低減するための1つの
重要なテーマになると考えています。このテーマに取り組
むことで、現実世界と同じく、サイバー空間においても安
全・安心な社会の実現を目指します。

図3　アカウントの関連性分析
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